
平成１６年１１月１５日（月）

経済産業省別館８２７号会議室

第３回養豚問題懇談会議事録

○塩田畜産振興課長　　定刻より早いですが、今から、第３回養豚問
題懇談会を開催させていただきます。本日は雨の中、本当に遠いとこ

ろ、お忙しいところ、どうもありがとうございます。

　私、畜産振興課長の塩田でございます。本日もよろしくお願いいた

します。

　まず初めに、本日の委員の皆さん方の出欠状況をご報告させていた

だきます。本日は、伊藤委員、神山委員、纐纈委員、矢入委員の４名
におかれては、やむを得ない事情で欠席されると連絡をいただいてお

ります。９名の委員の皆様がご出席でございます。

　なお、これまで伊藤委員の代理という形で出席いただいておりまし

た、消費科学連合会企画委員の小西さんにおかれましては、今回から

正式に委員ということで是非よろしくお願いしたいと思います。
　それでは、お手元の配付資料の確認のほどお願いいたします。番号

を付しておりますが資料１「議事次第」、資料２「委員名簿」、資料

３「委員要求資料」、資料４「第１回及び第２回養豚問題懇談会にお

ける意見の概要」、資料５「養豚問題懇談会報告書骨子（案）」、資

料６「環境と調和のとれた家畜生産活動を確保するための規範の策定
について」、資料７「家畜増殖目標の検討状況」でございます。

　以上、おそろいでしょうか。

　それでは、これからは信國座長に議事運営をお願いしたいと思いま

す。

よろしくお願いいたします。

○信國座長　　それでは、第３回目の養豚問題懇談会でございますけ

れども、ただいまから開催いたしたいと思います。

　前回までの検討結果を踏まえまして、本日はいよいよ当懇談会の報
告書の骨子案についての検討を進めてまいりたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

　それでは、議事次第に沿って進行させていただきます。また、次第

にもございますとおり、本日の懇談会の終了予定時刻でございます

が、午後４時を目途としておりますので、ご了承願いたいと思いま
す。

　進め方でございますが、事務局から、提出資料について、一括説明

をお願いしたいと思います。資料３のＩ及びIIにつきましては食肉鶏

卵課長から、IIIは需給対策室長より説明をお願いいたします。

○佐藤食肉鶏卵課長　　食肉鶏卵課長の佐藤でございます。

　それでは、お手元にございます資料３で、先般の懇談会でご質問、

あるいはご要求のあった資料についてご説明申し上げます。

　１ページがまずトレーサビリティの関係予算でございます。２つほ
ど、トレーサビリティ予算ということで、１番にございますが、16年

度において「トレーサビリティシステム導入促進対策」ということ

で、４億円と約19億円の事業がございます。

　（１）につきましてはいわゆるソフト事業で、システム開発事業で



ございます。その例といたしまして、右側の方に農産物規範基準研究

会など、幾つかの任意組織を立ち上げまして、そこでこのデータ管理

システムを開発しているところでございます。例示では農産物の規範

ということで青果物を例に書いてございますが、実際、豚肉について

も、研究会を立ち上げて、現在、トレーサビリティシステム、ソフト
開発を行っているというものでございます。

　それから１の（２）が簡単にいうとセミハード整備で、必要な情報

関連機器、あるいは現場で非常に要望のある、分析機器、こういった

ものが補助対象になっております。それで、右側にございますが、山

形県豚肉トレーサビリティ協議会で、これは流通段階の方々が集まり

まして、実際にバーコードリーダー、あるいはラベリングシステム、
こういった機器を整備いたしまして、豚肉のトレーサビリティシステ

ムの構築に向けての取り組みを、実際に機器を入れて現在やっておる

状況でございまして、どのような成果になるかということについて

は、まだ時間がかかるようでございますので、我々も注視していきた

いと考えているところです。
　２が「ユビキタスコンピューティング技術の活用」ということ

で、（１）の予算については16年度予算でございますが、来年度にお

いてこういったユビキタスコンピューティング技術の活用という頭出

しで、消費・安全局で要求してございます。ユビキタスということで

聞き慣れない言葉ですが、ラテン語で「どこにでもある」という意味
で、どこが違うかと申しますと、１番の現在のトレーサビリティシス

テムの導入促進というのはその過程でございまして、例えば豚がどこ

で生産されて、どこでと殺されて、どの店に流通し、どれぐらいの頭

数であったとか、そういった流通といいますか、伝達が中心の事業で

ありますが、２番の「ユビキタスコンピューティング技術の活用」と

いうのはもう少し深くなりまして、３番目の四角にございますが、こ
の前も少し申し上げたのですが、バーコードでありますとか、ＩＣタ

グでも何でもいいのですが、こういったものを読み取れる携帯端末等

が開発されておりまして、これをベースとして、例えば野菜などをつ

くるときに農薬を使うわけですが、その農薬を使っているびんにＩＣ

タグ等をつけておきますと、そこで１回農薬を使うと、２回目に使う
ときに、これは１回使ったので、これ以上使うと使い過ぎですよ、と

いったようなことがそのＩＣタグからパソコン、携帯電話に指示がい

きまして、そこで生産者の方が具体的に、そうか、この前使ったん

だ、ということで、こういった管理が可能になるというシステムでご

ざいます。単なる流通段階を示すというだけではなくして、生産、あ
るいは流通段階でも、この技術を活用いたしますと、在庫関係などに

ついても、荷がどうも足りないといったことが分かってくるという、

品物そのものが情報発信をするという技術でございまして、この技術

開発に向けて来年度の予算要求をしているということが現在のトレー

サビリティシステムの動きでございます。

　次が２ページでございます。と畜料とと畜検査料についてのご質問
がございました。右側に我が国、韓国、デンマーク、米国、ドイツ、

こういった国のと畜コスト、あるいは検査料の比較がございます。右

に書いてあるとおりでございますので、ご参照していただけばと思っ

ております。

　それと２番、「と畜検査を民間委託することについて」ということ
で、右側にと畜情報、あるいは食鳥検査法が書いてございますが、２

の（１）にございますように、このと畜検査というのは国民の健康上

の安全を確保する観点から、やはり公的機関が行うということが一つ



の大きな基本になっております。他方、食鳥検査においては民間への

委託といった制度が出来ているわけでございますが、後段にございま

すように、食鳥検査の法律をつくる段階におきまして、鶏というのは

相当な羽数になっておりますので、これを一つ一つ都道府県の公的な

検査員に行わせた場合には、実態的に難しいだろうということで、公
的機関が一定の資格のあるところに委託するということで、出来た法

律と聞いてございまして、これをさらに大動物に広げることにつきま

してはなかなか困難ではなかろうか、といった厚生労働省の見解でご

ざいます。

　簡単ではございますが、食肉鶏卵課の説明とさせていただきます。

○徳田需給対策室長　　続きまして、需給対策室長の徳田でございま

すけれども、次のページの港湾荷役料についてご説明します。

　前回、資料提出させていただきましたが、志澤委員から、自分たち
が聞いている話と数字が違うのではないかということでご指摘を受け

まして、再度、資料を提出させていただいております。

　前回、資料で提出させていただいている部分は港湾荷役料という部

分ですが、これ以外に加算諸経費というものが通常かかります。この

部分というのは実際に生じた場合に支払うお金ということで、下に
（注）で書いてありますが、保管料、待機料、土曜荷役料など、そう

いうものがございまして、メーカーでは、港湾荷役料と加算諸経費合

わせて一括して契約する場合が多いと聞いております。

　また、「届出」部分は５大港、あるいはそれに準ずる港ということ

でございます。そして飼料が入ってきます苫小牧港、あるいは鹿島港
については現在「認可」がとられているということでございます。

　「特殊」、「一般」というのは、下の（注）の３にありますよう

に、常時利用するような場合、飼料のような場合は「特殊」というこ

とでございます。また、頻度が少ない場合は、「一般」ということに

なりますが、そういうことで分類されております。

　なお、前回も説明しましたが、この認可の部分につきましては、現
在、国土交通省ではより規制緩和をするという観点で、５大港と並び

で、届出制に変えるということで、行政の関与を少なくすることとし

ております。

　以上でございます。

○信國座長　　ありがとうございました。

　では引き続きまして資料４、第１回及び第２回養豚問題懇談会にお

ける意見の概要及び資料５、養豚問題懇談会報告書骨子（案）につき
まして、生産技術室長より説明をお願いいたします。

○廣川生産技術室長　　生産技術室長の廣川です。
　資料４はこれまでの懇談会の意見の概要です。すべての意見をきち

んとまとめて説明すべきなのでしょうけれども、とりあえず概要とい

うことでここに取りまとめさせていただきました。概略だけご説明し

たいと思います。

　１は「はじめに」なので、特にございません。

　２は、「我が国における養豚の位置づけ」。これは生産と輸入のト
レンドだけで考えるのではなくて、しっかりと国として養豚産業が重

要であるということを位置付けるべきである、こういう認識を基本に

幾つかの意見が出されたと考えております。

　その次が「豚肉の需給動向」で、これは１番目に書いてございます

が、国産豚肉を伸ばすにはどうしたらいいかということで、外食、加



工に向けられている輸入ものの需要を国産がとっていく、そういうこ

とが必要だろうということです。

　それから２と３に共通して、自給率の議論をしっかりしておくべ

き、という意見が出ておりました。

　それから４が「養鶏経営の安定・担い手」ということで、担い手の
話はいろいろ議論がございましたが、単純な担い手の絞り込みではな

く、一定数以上の農家の維持が重要であり、そういうことから考える

と、認定農業者だけではなく、いろんな集団を取り込んでいくことが

必要ではないか、こういう意見であったと思います。それから幾つ

か、経営拡大のときの問題点であるとか、いろんな支援のあり方につ

いて議論がございました。
　その次が「養豚経営の安定化」ということで、３つの事業、地域肉

豚生産安定基金造成事業、地域養豚振興特別対策事業、養豚振興体制

整備総合対策事業とあるのですが、いずれも重要である、というご指

摘でした。

　あと、チェックオフという形で、いろんな地域で行われている活動
についても支援していくべき、このような意見もございました。

　次のページにいきまして、「国際化に対応しうる生産・流通体制の

構築」ということで、４つありまして、まずは改良の推進と飼養管理

技術の高度化ということで、改良については、育種資源である純粋種

をしっかり確保してほしいということ、それから飼養管理、改良と関
係するのですが、子豚の育成率、肉豚事故率の低減というのが重要な

問題であろうという指摘がございました。また、遺伝的改良の重要性

ということで幾つかの提案がございました。

　その次は「生産資材費等の低減」ということで、先ほど説明のあり

ました港湾諸掛り、と畜料金の低減、と畜検査料、建築基準法、ワク

チン認可といろんなものがあるのですが、規制緩和の努力が必要であ
るというご意見でした。

　次が流通の話で、流通コストの低減ということで、と畜場の統合、

稼働率の向上、こういうお話がございました。

　４番目が「多様なニーズに対応した生産、供給」ということで、ト

レーサビリティの重要性は認識した上で幾つかの提案、あるいは留意
点のお話があったと思います。

　６として「自然循環機能の維持増進」ということで、これも２つあ

りました。１つは未利用資源の有効活用ということで、食品残さにつ

いて議論をいただきました。食品残さの飼料利用、ほかにもいろんな

利用があるのですが、これについて幾つかの提案、留意点があったと
思います。

　３ページ目が「排せつ物の適切な処理・利用」ということで、耕畜

連携をしていくことが重要だということのほかに、汚水処理の話や悪

臭の話も検討されました。

　７番目が「疾病の発生予防と衛生管理水準の向上」ということで、

豚の生産性の伸び悩みの大きな原因に疾病というのが考えられ、それ
に対して対策が必要ということでした。

　８番目が最後になりまして、「豚肉の消費拡大、消費者への的確な

情報提供、食育の推進」。まずは消費拡大、情報提供ということで、

議論としては、地域のいろんな活動があって、地域の役割をもう一度

見直すべき、といったようなことで、あとは内臓肉の評価が安過ぎる
という問題も出されておりました。

　食育については、食育の重要性、これは基本的に認識されていて、

これをどうやって広げていくかということで、地域、あるいは子供だ



けではなく、父兄といったいろんな広がりのある議論になっておりま

した。

　これが今までの懇談会の概要でございます。

　その次が本懇談会の報告書の案ですけれども、１ページ目は項目が

並べられております。これは先ほどの意見の概要のときに順々に説明
していったそのままの項目でございます。

　報告書案の３ページから説明したいと思います。「はじめに」とい

うのを起こすことにしました。流れとしては、ＷＴＯ、ＦＴＡといっ

た国際的な動きがまずあり、最近の問題としては、非常に国民の関心

の高い疾病が出てきていて、そういう中で、安全・安心というキー

ワードで語られる様々な問題が出てきた。もう一つ、農政全体として
みると、食料・農業・農村基本計画から始まって、酪肉近代化基本方

針、家畜改良増殖目標と関連する見直しをしている中で、この懇談会

が行われた、ということを書いております。

　２が養豚産業の位置付けです。四角の囲みに３つ書いてございます

が、まずは既に非常に大きな産業になっていて、地域経済においても
重要な位置付けである、ということ。それから食生活の中にもしっか

り入っており、したがって重要である。それから、様々な消費者ニー

ズや衛生、環境問題というのがあり、こういう問題にきちっと対応し

ていくべきである。その様なことを少しブレークダウンして４ページ

に書いてございます。
　次が「豚肉の需給動向」ということで、事実をある程度淡々と書い

てございます。生産そのものは今横ばいの状態で、輸入が増えてお

り、結果的に自給率が下がっているという事実。輸入肉については加

工やその他の仕向にいっているので、テーブルミートとしての国産豚

肉だけではなく、輸入豚肉が担っている分も国産で伸ばしていくとい

う方向が必要ということを少しブレークダウンして書いてございま
す。

　５ページ目の４が「経営の安定・担い手」ということで、経営の動

向のところは、これも事実関係なので、戸数と頭数が減っている。そ

の中で規模拡大が着実に進展している。また、養豚の特徴として、法

人経営、認定農業者の占める割合が畜産の中でも高い水準にあること
を書いております。

　その次が担い手育成の話で、担い手の議論は本審企画部会を中心に

議論されておりまして、それを踏まえつつ書いているところがござい

ますので、まだ踏み込んだ内容になっていませんが、基本的には養豚

における担い手についても認定農業者を基本とするということです。
ただ、それに加えて、肉豚の産地銘柄化の推進など様々な形があるの

で、いろんな営農形態についても包含していくようにすべきである、

このように整理しております。

　その次が「養豚経営の安定」ということで、６ページの半ばぐらい

に書いてございます。地域肉豚生産安定基金造成事業、これは各県の

生産者等が自主的に基金を積み立てて始めているものを支援している
事業ですが、非常に重要な事業であるということですが、これについ

ては平成19年度以降に事業の仕組みについて検討していくということ

を書いてございます。

　その次が「国際化に対応しうる生産・流通体制の構築」ということ

で、まずは改良の推進と飼養衛生管理の高度化ということで、１つ
は、７ページにア、イと書いております。改良については、重要性に

ついて、どの様なところで努力するのか、ということを書いておりま

す。また、飼養衛生管理については、議論の中でも非常に大きな問題



になっているので、それについても対策を講じる必要があるというこ

とで書いてございます。

　その次が「生産資材等の低減」ということで、生産コストについて

もいろんなコストがあるのですけれども、それの一つ一つについてど

のようにしたらいいのか、ということを少し詳しく書いてございま
す。1.、2.、3.、4.は、このような方向ではないか、ということで書

いております。

　８ページ目に入りまして、「加工・流通・販売の合理化」というこ

とで、具体的には食肉処理施設と家畜市場の再編整備の話を少しブ

レークダウンして書きました。

　その次が「多様なニーズに対応した生産、供給」ということで、消
費者ニーズというものがありまして、それに対して銘柄化等の高品質

豚肉生産ということで応えていく、ということと、豚肉の商品特性や

消費者ニーズの動きをみながら、トレーサビリティを的確に推進して

いくべき、ということを書いてございます。

　６番目が「自然循環機能の維持・増進」ということで、未利用資源
の有効活用。ここでは食品残さの有効活用の話について書いておりま

す。利用も大切ですが、さらに利用の方法について研究していくこと

が必要である、ということも書いております。あとは未利用資源につ

いて消費者にも理解してもらうべき、ということも書いてあります。

　その次は「家畜排せつ物の適切な処理・利用」ということで、たい
肥を農地、草地へ還元するということが基本ということ。ただ、その

たい肥についても耕種農家が利用しやすい形にしていくべき、という

ことを書いてございます。それから技術開発・実証・普及の重要性も

書いてあります。それから重要かつ基本的な取り組みについて、畜産

農業者が最低限取り組むべき規範をつくって、可能なものから支援策

の要件化を図っていくことについても少し書いております。
　７番目が「疾病の発生予防と衛生管理水準の向上」で、疾病予防の

ための農家段階での衛生管理、それから家畜疾病の発生に対する適切

かつ迅速な対応の徹底ということで、非常に今日的な話題ですが、こ

れについてもブレークダウンして書いております。

　最後が８番目、「豚肉の消費拡大、消費者への的確な情報提供、食
育の推進」ということで、１つは消費拡大、情報提供ということで、

豚肉の栄養性やその効果についてＰＲ等をしていこうという話、それ

から地域で行われている活動について、大切にすべきであるというこ

とを書いております。

　最後は「食育の推進」ということで、「養豚経営の安定、担い手の
確保のため、食育として、ふれあい体験のみに止まらず、フード

チェーン全体の安全・安心への取り組みに関する情報提供等を推進す

る必要」。これをもう少しブレークダウンして文章化しております。

　最後のページにつけてあるのが報告書の参考資料として幾つかの資

料について載せております。１つは食料・農業・農村基本計画の概

要、それから経営の基本的指標というのが検討されておりますので、
それも付けることになります。あとは委員名簿、検討経過、スケ

ジュールといったものが付録としてつくということです。

　説明は、以上です。

○信國座長　　どうもありがとうございました。

　それでは、次に資料６、「環境と調和のとれた家畜生産活動を確保

するための規範の策定について」と、資料７、「家畜改良増殖目標の

検討状況」について、それぞれご報告をお願いいたします。この２つ
の資料につきましては、別途、専門の部会等で検討いただいているも



のでございますので、ここではその報告という位置付けになろうかと

思います。従いまして、本懇談会で直接議論する題材ではないのかも

しれませんが、ご紹介ということでご理解をお願いしたいと思いま

す。

　とは申しましても、この懇談会といたしましても、もとになってお
ります委員会等の検討を補強するといいましょうか、その議論を損な

わない範囲で、特に追加、そして触れるべきだということがあれば、

報告書にしかるべく盛り込むということも考えていいのではないかと

思っております。

　それでは、まず資料６につきまして、畜産環境対策室長よりご説明

をお願いいたします。

○大野畜産環境対策室長　　畜産環境対策室長の大野でございます。

　資料６に基づきまして、「環境と調和のとれた家畜生産活動を確保
するための規範の策定について」ご説明させていただきます。

　この資料につきましては、今座長からご案内ありましたように、先

週の火曜日でございますが、11月９日に第８回畜産企画部会において

ご説明させていただき、それからご議論をいただきご意見を頂戴した

資料からエッセンスを抜粋させていただいたものです。
　１枚おめくりいただいて１ページ目でございます。この配慮規範を

策定するに至った経緯をお示ししてあります。上の四角囲みにござい

ますが、これはいうまでもないことですが、１つ目にございますよう

に、環境問題について非常に国民の関心が高まっている中で、やはり

農業に対する国民の信頼を得ていくためには、農業全体について環境
保全を重視したものに転換していくことが重要であるということで、

以前、第１回目の養豚問題懇談会、８月31日に、食料・農業・農村基

本計画、本審の企画部会で行われました中間論点整理についてご説明

させていただきましたが、その中にございました農業生産環境施策の

あり方について、２つ目の1.と2.にございますように、「農業者が最

低限取り組むべき規範」を16年度中に有識者のご意見を踏まえて策定
する。その上で、17年度以降、その規範の実践を、各種支援策、補助

事業、融資、税制等々ございますが、国の支援策のうち可能なものか

ら順々に要件化していくことが適当と、このような中間論点整理がな

されております。

　これを受けまして、２ページ目でございますが、「規範策定の趣
旨」ということで、畜産についてみれば、相対的にみて、農業生産活

動の中でもかなり環境に影響を与えやすい産業であるということで、

中間論点の趣旨に沿って、我が国畜産全体について環境保全を重視し

たものに転換していくことが不可欠と考えておりまして、ここで、２

つ目の丸にございますが、畜産農業者が最低限取り組むべき事項を家
畜生産活動に係る環境規範として明確化していくことが必要である。

これも中間論点整理のとおりでございまして、来年度以降、畜産振興

施策の全体を将来的には環境に配慮したものに移行していくわけです

が、順次取り込みやすいものから実施対象要件に組み込んでいきたい

と考えております。

　右下にクロス・コンプライアンス化と書いてありますけれども、こ
のフローチャートの中にございますように、従来でございますと、水

色のところにございます畜産振興施策実施対象要件、事業の実施要件

でございますが、これをクリアすればいいということでございました

が、今後はだんだんと環境規範、これの遵守も事業の実施対象要件の

中に取り込んでいくということで、この要件を満たしているかいない
かで、イエスの場合は当然支援施策の対象になりますし、ノーの場合



には残念ながら施策の対象とはできないということでございます。

　３ページ目でございますが、「規範策定の考え方」ということでご

ざいますが、まずこの規範については、少し頑張ればすべての畜産農

業者が取り組めるものにすることが重要であると考えておりまして、

したがいまして、余り細々とつくるのではなくて、1.にございますよ
うに、生産活動に伴います環境影響を軽減するために重要かつ基本的

な取り組みに限る。かつ、2.にございますように、農業者の方々みず

からが実行状況を点検し活動を改善していけるようなもの。3.にござ

いますように、簡便でわかりやすいもの、こういう形で策定してはど

うかと考えております。

　それで、一番下段に、「規範の構成と対象農家」と掲げさせていた
だいておりますが、畜産農家の場合、家畜生産活動の規範と作物生産

活動の規範と２つございまして、実は右の作物生産活動の規範という

のは、これは10月12日に開かれました、環境と調和のとれた作物生産

の確保に関する懇談会おいて、オール作物、作物横断的といいます

か、耕種横断的な作物生産活動というものをつくる予定にしておりま
す。

　それから家畜生産活動につきましては、先ほど申し上げましたよう

に、11月9日の畜産企画部会でご議論いただきましたけれども、家畜

の独自の規範が必要であろうということで、畜産農家をみまして、飼

料作物生産をやっておられると、特に大家畜に多いと思いますが、こ
の場合は家畜生産活動の規範と作物生産活動の規範の両方を守る必要

があると、実践する必要があるということでございます。畜産農家、

施設型のものはこれに当てはまる例が多いと思いますが、飼料作物生

産がない場合には家畜生産に係る規範のみ実践するということになる

かと思います。

　それで、規範のつくり方でございます。４ページ目でございます
が、家畜生産活動規範を考えるに当たりまして、まず私どもやりまし

たのは、左の方にございますけれども、家畜生産に起因して想定され

る主な環境影響・問題というのをリストアップしてみました。水質汚

濁ですとか悪臭、害虫発生、廃プラスチック、地球温暖化、それから

循環型社会形成の推進に資する取り組みということで、有機性資源の
再生・有効利用、それから環境と調和のとれた生産活動を適切に行う

ための取り組みということで、関連情報の収集、こういったところが

取り上げるべき影響、問題であると考えておりまして、これに対応す

るものとして、右に細々と書いておりますが、家畜生産活動規範の本

文案を掲げさせていただいております。
　例えば左側の水質汚濁、悪臭、害虫の発生でございますが、矢印が

上の（１）を指していますが、水質汚濁、悪臭、害虫の発生、こう

いったものの原因をひもときますと、やはり家畜排せつ物の不適切な

管理が大きいということで、家畜排せつ物法を遵守しましょうという

のが取り組みになるという形で、規範の各事項を策定しております。

　５ページ目、これを見ると、なんか頭が痛くなるのですが、では実
際に国の支援策を受けようとされる農家の方が、どういう取り組みを

すれば、どのような自己点検をすればいいのかということで、このよ

うなチェックシートを考えております。

　右の方が、先ほど申し上げました10月12日にご議論いただきました

作物生産活動規範のポイントですが、作物生産活動であれば、（１）
にございますように、たい肥を投入して土づくりをしようとか、それ

から（２）にございますように、施肥基準にのっとった適正な施肥を

やろうとか、（３）にございますように、適切かつ効果的・効率的な



防除をやろうとか、（４）にございますように、農薬を適正に使用・

保管しよう、あるいは（５）にございますように、使用済みのプラス

チックについては適正に処理しましょうとか、（６）は省エネに取り

組みましょうとか、（７）は環境負荷の発生とその低減方策に関する

知識の習得とか情報の収集に日ごろ努めましょうとか、（８）は肥
料・農薬の使用状況等の生産情報の保存をしようとか、このようなと

ころをそれぞれの国の支援策を受けようとする農業者の方がチェック

いただいて、ＯＫのものは、右にチェックマークが入っていますが、

これをやっている、やっているという形で自己点検していただくよう

になっています。

　家畜生産活動も右の作物生産活動とバランスをとってつくっており
ますけれども、（１）には、２週間前のきょう、本格施行されました

が、家畜排せつ物法の遵守というものを第１に掲げております。それ

から（２）にございます悪臭及び害虫の発生の防止又は低減の取り組

みの実施、例えば畜舎内外、あるいは家畜排せつ物処理施設内外の清

掃をきちんとやる、といった取り組み、（３）は横並びでございます
が、廃プラスチックについては適正に処理しましょうとか、それから

（４）として、排せつ物法ばかりではなく、適用を受ける環境関連法

規はきちんと守りましょうとか、（５）は省エネ、（６）は家畜排せ

つ物の利活用を推進する取り組みの実施ということで、肥料化できる

場合には、たい肥化とか、液肥化とか、いろいろな形で排せつ物を利
用しましょうということ。肥料として利用できない場合には、浄化処

理、あるいは炭化処理、焼却、メタン発酵、そういった取り組みをし

ようと。さらに可能であれば、メタン等、そういったエネルギー利用

もやろうと。このような取り組みになっております。それから（７）

は知識の習得、情報の収集でございます。

　作物生産活動規範のポイントは８項目からなっておりまして、家畜
生産活動規範は７項目になっておりますが、作物生産活動規範のポイ

ントの（８）は生産情報の保存ということになっておりますが、欄外

に※印で書いておりますが、家畜排せつ物法では、家畜排せつ物の年

間発生量等に関する記録が義務づけられているということで、（１）

の家畜排せつ物法の遵守をすれば、自動的にこの記録、作物生産の
（８）に対応する記録が義務づけられるということで、７項目にして

おります。

　こういった環境配慮規範でございますが、年内に最終的な案をつく

りまして、年明け頃からパブリックコメントにかけまして幅広くご意

見を頂戴した上で、年度内を目途にこれを完成させたいと思っていま
す。そして、４月以降、一度にというわけにはいきませんので、まず

この環境配慮規範の普及・浸透というものを図る必要があるので、少

しずつ国の支援措置の事業実施要件として取り入れていきたいと考え

ております。

　以上、ご報告でございました。

○廣川生産技術室長　　引き続きまして、資料７の「家畜改良増殖目

標の検討状況」についてご説明します。

　表紙をめくっていただくと、家畜改良増殖目標の検討状況、一枚紙
で説明したものがあります。家畜改良増殖目標というのはおおむね10

年先の目標として策定するものです。家畜の能力をどれぐらいにする

のかということと、家畜の頭数をどれくらいにするのかというのを決

めていくものです。

　今回の見直しは、２に書いてございますけれども、4月23日に最初
の小委員会をやりまして、これから始まりということになりました。



畜種別に検討委員会を設けまして、豚については、7月6日と10月12

日、２回にわたって研究会を開催して、今月４日に、各畜種の研究会

が終わったところで小委員会をもう一度開いて大体の線を出した、と

いうことになっています。

　右側の方に「新たな家畜改良増殖目標の基本的考え方と構成」とあ
りますけれども、基本的考え方は、1.、2.、3.、4.とありますが、ま

ず国内資源を有効活用して、我が国の気候風土に適した家畜、鶏の改

良をする、ということ、それから遺伝的能力向上による生産コストの

低減と品質の向上、遺伝的能力を発揮させる飼養管理の改善、消費者

ニーズの多様化に対応、こういうことを基本的考え方としてつくって

おります。
　構成は１、２、３となっておりまして、今までは３だけの家畜改良

増殖目標だったのですけれども、１、２ということで、各畜種の情勢

や、これまでの取り組みとかいうのをレビューした後で今回の目標を

考えたと、こういう構成にしてございます。

　次のページ２つはスケジュールと委員の方の名簿なので説明は省き
ます。

　最後のページで、豚についてだけ少し概略をご説明したいと思いま

す。

　意見はいろんな形で出されておりまして、この場の議論でも出され

たような意見も幾つかありました。そちらの方は少し省かせていただ
きます。

　「検討方向」「基本的考え方」は、先ほどのすべての家畜横断的に

いわれたものを少しブレークダウンしておりますが、低コスト生産

と、遺伝的な多様性を確保しておきたい、これが基本的考え方でござ

います。

　「改良目標」の能力・体型については、豚の場合は、純粋種豚、そ
れから肥育もと豚生産用母豚、肥育豚とそれぞれステージが違うもの

について改良目標をつくっております。それから肉質については少し

特記しておりまして、ロース芯筋内脂肪含量というものを留意しよう

ということ、それから肥育もと豚生産用母豚については連産性、この

辺がキーであろうということで書いてございます。
　改良手法については、従来の手法に加えて、遺伝資源の確保という

こと、それから肉質及び肢蹄の強健性向上に資する改良手法、それか

ら人工授精や遺伝的能力評価、こういうものも改良手法として取り込

んでいこうということが書いてございます。

　このほかに、飼養・衛生管理というものが非常に大きな問題なの
で、これについても記載をしてございます。

　家畜改良増殖目標の豚についての説明は以上です。

○信國座長　　どうもありがとうございました。以上で資料の説明を

終わりました。

　先ほど来、塩田課長からもお話がございましたけれども、本日は特

に資料５の養豚問題懇談会報告書骨子（案）についての検討が中心に

なると思います。それで、資料についてのそれぞれのご質問なりにつ

きましてお受けしたいと思いますが、資料６なり資料７は先ほど申し
上げました報告書骨子（案）の中でもし必要であれば触れていただく

ということ、それから資料４と５は本日の議論の課題ということでご

ざいますので、まず資料３、委員から要求のありました資料につきま

して、ご質問、あるいはご意見があればまずお受けしたいと思いま

す。どなたからでも結構でございますが、資料３についてのご質問、
あるいはご意見という形でお願いいたします。



○木村委員　　資料３のIIについては私が前回ご質問したのですけれ

ども、先ほど佐藤食肉鶏卵課長の説明をお聞きしまして、特にと畜コ

ストの国別の比較をしますと、日本とアメリカのと畜コストはほとん

ど変わらなくて、デンマークとアメリカですと２倍ぐらいの差がある

ので、どうしてこんなに違うのかなと。何かわかれば教えていただけ
ればと思います。それから日本とアメリカと本当にこんなにコスト差

がないのかというところですね。

○池田食肉調整官　　ただいまのご質問は、お答え申し上げるという

よりも、これはようやく数字を入手したという段階でございまして、

その詳しい分析については今のところできていないのが現状でござい

ますので、また分かりましたらお伝えするような形にしたいと思いま

す。

○信國座長　　他にございますか。

　志澤委員どうぞ。

○志澤委員　　２ページのと畜場法の関係ですけれども、今の時代

は、悪いことは改善して良くしていこうという時代ですよね。これを

みると、なるほどなあという、と畜場法の抜粋の14条ですね。そうな
のかなあと。でも、悪いものは直していくのが大事だと思うんです

よ。養豚問題懇談会でも、鶏はこれで出来て、何で豚出来ないのか。

要するに、と畜コストの海外との比較ですけれども、この下に一人当

たりの検査能力というか、検査効率というんですかね。例えば日本は

30頭とか40頭とか、例えばメキシコは一人500頭ぐらいやっていると
か、要するに検査料の問題あたりも、一人当たりの生産能力というん

でしょうか、処理能力あたりが書かれているとよく分かるのですが、

そういう点では、食鳥検査が、都道府県の条例に沿ってなんでしょう

けれども、と場の回転率というか、要するに稼働率というのは一番こ

の検査が問題を呈していると思うんですよ。ですから、例えば全国平

均で始業が何時なのか、例えば８時半なのか９時なのか10時なのか、
終わるのは３時なのか、分からないですけれども、たまたま私のいる

神奈川県では８時半から始まっているんですが、生体検査を８時半に

始めて、稼働してくるのは９時ごろになってしまうわけです。そこの

１時間なんていうのは物すごくもったいないわけです。

　だから、そういうようなことも、これは行政がやっているから遅い
というよりも、これは民間にやらせればもっと早いわけです。海外で

もみんな民間に委託している部分が多いです。だから、そのことは、

こう書かれているからそうかな、と思ってしまえばそれだけなんです

が、そうじゃなくしてほしいと思います。そうでなかったら、日本の

養豚、あるいは畜産は大変だ、ということをやはり提言しておく必要
があるのではないか、と思っています。

　ですから、できましたら、この検査料の下に、検査員一人当たり何

トンこなしているか、これは出してもらうとおもしろいと思います。

それをぜひ次は出していただければありがたいと思います。

○信國座長　　神保委員、お願いします。

○神保委員　　今の志澤委員のご意見に同感するところが多いんです

けれども、ここにも書いてございますように、海外のと畜処理設備で

は２シフト制、１日に16時間稼働、場合によってはプラス残業で20時

間稼働ですとかいう工場が多くあるように聞いております。

　日本の食肉も、食の安全、衛生ということが求められてきますと、



食肉処理施設というのは近代化、高度化して大きな投資がかかってい

るのだと思います。最近できた非常に立派なところを私も見学させて

いただいたりしたのですけれども、そこが１シフトでしか稼働ができ

ないというところが国際競争力で遅れをとる一原因になってはいない

だろうかと思っております。
　そのところで、特に養豚だけでなくて養鶏の場合もそうなのかもし

れませんが、民間の処理設備の方々は、検査が対応していただけれ

ば、２シフトですとか、それから数時間の残業も出来るのですが、と

いう声も聞き及んでおります。民間に委託するか、公的にやるかとい

うことも大切だと思いますけれども、処理設備の稼働時間への柔軟な

対応というところが一つポイントになるのではないかと思います。

○信國座長　　ありがとうございました。このIIが大分、皆さん、再

質問みたいな形で出ておりますが、堀江さんもこの関係でございます
か。

○堀江委員　　はい。

○信國座長　　質問については、後でまとめて答えていただきたいと

思います。

○堀江委員　　確かに、今お二方の委員からありましたように、実

際、千葉の場合には、と場、それから生産者、行政も入りまして、こ
のプロジェクトをつくりまして、現在、審議をしている段階でござい

ます。その中でやはり、と畜場側からは、もう少し早く検査を始めて

くれというお話があります。検査終了の時間はその分早くても問題な

いとのことで、そうでないと荷の動きがとれなくなる。一日のうち

に、検査してもらって、あとの残りの時間で処理するというのが大変

難しくなるということで、先ほどお話がありましたように、時間の柔
軟性、そういう点はやはり実施してもらいたい、ということでござい

ます。

　民間委託ということも、私どもは全部民間企業も当たりまして、こ

ういうところで公的指導のもとに検査をしてもいいですよ、という民

間で検査している業者も見つけてあるわけでございまして、そういう
中で、今、千葉の場合には副知事さんのお話から始まったのですが、

何とか千葉県発でやろうということも話しているのでございますけれ

ども、国の方からの県知事条例でなくて、生産者みんなの、各県から

の同調がないとなかなか県は動けないという部分がございますので、

是非その点これから、と畜料、あるいは検査料については、今お二方
のお話があったような形でお願いしたいと思います。

○信國座長　　ご質問なりご意見を含めて３つの質問があったわけで
すが、また、このと畜料、と畜検査料等につきましてのご質問、ご意

見あればと思いますが、もしなければお答えいただきたいと思います

が。

○橋口委員　　私はよく芝浦に来るんですけれども、今ここに出され

ている問題とは若干意見としての内容が変わってくると思いますが、

検査の際に案外見過ごされておるのがと畜解体の仕方です。これは生

産農家にとりましては、今後、自給率、あるいは経営安定、そういっ

た問題からみると案外重要なことなんですけれども、首の離し方です
ね。これが非常に違うんです。私、幾つかのと畜場を見て回っており

ますが、一番ひどいところでは、首の離し方によって枝肉重量が１キ



ロは違ってくるというような解体の仕方をやっていらっしゃるところ

があります。

　そういった場合は、検査官がご指摘いただくような権限といいま

しょうか、そういうものも欲しい、という気がいたしまして、常にそ

の様なと畜場については要求してきておるのですけれども、いったと
きは改善してくれますが、目が離れるとまたもとに戻ってしまうとい

うようなことで、一番大事な生産農家の経営安定へ向けた枝肉重量で

大変な影響が出ておるという現場がたくさんございますので、それも

今後の課題ということで受け取っていただいたら、とお願い申し上げ

たいと思います。

○信國座長　　食肉調整官、お願いします。

○池田食肉調整官　　幾つかのご意見をいただきましてありがとうご

ざいました。

　まず数字の点につきましては、ただいま持ち合わせがございません

ので、調べられる範囲で調べさせていただきたいと思っております。
　それから稼働率等々に絡みましてシフト制のお話がございました。

確かに、今手持ちでございますと畜場の稼働時間、検査の時間帯でご

ざいますが、おおむね開始時間は８時半から９時までの間が多いよう

でございます。終了時間は５時以降ということでございまして、詳し

い数字はないのでございますが、丸１日やっているというところはな
くて、平均の対応時間は大体７～８時間というところが平均だという

ことでございます。

　ご指摘の点につきましては、これの所管官庁でございます厚生労働

省に、こういったご意見が非常に強くあるということを、伝えさせて

いただきたいと思います。

○信國座長　　厚生労働省の問題という話なんですが、この問題はま

さに懇談会としてどうこの報告書の中に取り上げていくか、また後ほ

ど、議論していただいたらと思います。
　そのほかにご質問ございますでしょうか。

○志澤委員　　関連ですけれども、消費・安全局から16年の２月27日
付で各都道府県へ通達がいっているんですが、10月１日から、と畜場

に搬入する家畜の３カ月前からの病歴等を報告して申請書に添えるよ

うに、となったわけです。その中で、ここにあるんですけれども、例

えば伝染性胃腸炎、ＰＲＲＳ（豚繁殖・呼吸器障害症候群）、オーエ

スキー病もそうですね。これは衛生管理課長がおいでになっています
ので、要するに、こういうのが農水省の現場で検討されたのかどう

か。例えば萎縮性鼻炎であればと殺禁止になる可能性が高いわけで

す。このことは非常に一方的なＢＳＥ以来の安全、安全という中で、

要するに人畜共通の病気であればもちろんそうなんですが、例えば皮

膚病にしても、萎縮性鼻炎にしても、それなりにあるわけです。これ

があったらだめだという話になりそうなんです。ですから、是非この
ことはもう一度厚生労働省の方に言っていただきたい。現場を知らな

いで一方的に決めていって、これが通っていったら大変なことになる

のではないかと思っているんです。また、今それがと場のと殺申請書

に付いていないと受け付けない県がかなり出てきていると思うんで

す。神奈川県もそうです。
　ですから、先ほど規範の問題もありますけれども、こういうのはど

うしていったらいいのか。現実に鼻が曲がっているという、豚だった



らしようがないですけれども、じゃプラスワンなのかプラスツーなの

かプラススリーなのか、検査機能がないわけです。そういうのまでが

規制の対象になっていくというのは、余りにも現場を知らない机上の

空論が先走って、おかしいのではないかと思っているのですが、この

辺はどうなんでしょうか。

○信國座長　　ご質問がIIのと畜料、と畜検査料というよりもむしろ

その内容ということで、先ほどの橋口委員のご質問なりご意見と同じ
ようなものだと思いますけれども、何かそのことにつきまして、むし

ろ若干この資料から派生してくる問題ですけれども、関連して何かご

質問等あれば出していただいてお答えいただくことにしたいと思いま

すが、よろしゅうございますか。

　特になければ、それでは検査の内容に係ることについてお願いしま

す。

○栗本衛生管理課長　　衛生管理課長でございます。

　今のご意見、ありがとうございます。昨年そういう見直しがあっ
て、衛生管理課と厚生労働省担当課とは一通り連携はとっていたと私

は思っておりました。やはり食の安全・安心という観点から厚生労働

省がそういう施策をとっているということで、基本的にはそこのとこ

ろを尊重しなければいけないという立場だと思います。やはり消費者

の方々、病気の豚の肉は嫌だという、基本的にそういうお感じはある
と思いますので、そういったことも配慮して措置されていることだと

思います。

　必ずしもそこに書いてある病歴のものが全部否定されるということ

ではなくて、と畜検査でも確認の上で最終的に食肉に使えるかどうか

ということを判断されると、今の段階で理解しております。ですか

ら、情報としてそういうものをと畜場の検査の方が分かった上で検査
するという、それによって検査の適切性を確保しようという趣旨だと

理解しておりますので、運用上どうしても不都合な点等がございまし

たら、また伺いたいと思いますけれども、今の理解はそのようなこと

でございます。

○信國座長　　どうもありがとうございました。

　資料３につきまして、そのほかご質問あれば受けたいと思います。

ご意見にかかわることにつきましては、資料５のご議論の中でまた改
めて出していただいたらと思います。

　どうぞ、志澤委員。

○志澤委員　　港湾荷役の問題ですけれども、これも出来たらもう少

し、大体分かるんですが、他の国はどうなっているんですか、といっ

たときに、これは安いか高いかという比較がないんです。韓国や台湾

は、同じような輸入をしている、あるいはそういうところではどうい

う仕組みなのか。この辺もできたらお調べいただきながら、ぜひ少し

でも安くなるようにひとつ規制の緩和をしていただかないと、なかな
か大変だと思ってます。

○信國座長　　ほかに港湾荷役料についてということでご質問ござい
ますか。

　それでは、需給対策室長、今の、そういう資料が可能かどうかにつ

いて。

○徳田需給対策室長　　韓国は、実態的には、例えば認可制の部分が



届出制ということで民間に任されるということですが、実態の水準と

してどのぐらいかというのを把握することが必要だと考えておりま

す。また、韓国には、来週から調査にいく予定になっておりまして、

その中で、できる限り配合飼料の問題につきまして情報収集し、把握

したいと思います。ただ、これは民間取引の部分でございまして、ど
こまで分かるかわかりませんが、努力したいと思います。

○志澤委員　　あわせて飼料関係ですと、おいしい豚肉をつくるため
には、トウモロコシより麦を使った方がいいんです。そういう点で

は、ＳＢＳ制度というのがあります。これが非常に日本の餌を高くし

ている要素の１つであると言えると思うんです。だから、この部分

も、餌が高い理由の一つとしての位置づけで、大麦、小麦についても

うちょっと自由に安く買ってこれる部分というのが、ＳＢＳ制度その

ものがもう少し、運用で日本の飼料を安くするという部分では、特に
これの対象は麦ですけれども、このことは是非こういう段階で出して

おきたいということです。

○信國座長　　ほかにこの飼料問題の関係はございますでしょうか。

　この３の資料と若干派生した問題なので、改めて資料５の本編で議

論するときに今の議論をもう一度いたしたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

　コーヒーも来ているようでございますので、10分ほど休憩して、先
ほど来お話ししております、本日のテーマでございます骨子案の検討

に入らせていただきたいと思います。今35分でございますので、45分

に再開ということでよろしくお願いいたします。

（暫時休憩）

○信國座長　　それでは再開いたしたいと思います。

　資料４と５でございますが、資料についてはこれまで出された意見

を取りまとめたものですので特段ないと思いますが、もし関連する部

分でこういう意見を出したのだけれども入ってないということがあれ
ばいっていただきたいと思います。

　これからは資料５に基づいてご議論をお願いしたいと思います。い

つもやっていることでございますが、資料５、大変多岐にわたってお

りますので、もしできればということで、大きく３つに分けて議論し

たらと思っております。
　１つ目は、１の「はじめに」から３の「豚肉の需給動向」まで、２

つ目は４の「養豚経営の安定・担い手」から５の「国際化に対応しう

る」云々というところまで。それから３つ目は６以下、「自然循環機

能の維持増進」から、８番の「豚肉の消費拡大」云々というところ。

もしできればそういう形で分けてご議論をお願いしたいと思います。

　まず初めに１つ目、先ほど申しました「はじめに」から、「豚肉の
需給動向」までにつきまして、あわせて先ほど申しました資料４の今

まで出た意見の中での欠落等がないかということを含めてご議論いた

だきたいと思います。どなたでも結構でございますので。

　橋口委員、お願いします。

○橋口委員　　資料４もすべて資料５に関連してということでござい

ますけれども、まず資料４の１ページに出されております「養豚経営

の担い手育成」ということで、私が申し上げました意見もここに集約



されておるわけですが、まず「担い手」という表現ですね。非常に大

事なことだと思うんですけれども、むしろ「中核農家」と言った方が

よいのではなかろうかと思います。実は私のＪＡの組織の中に養豚部

会という組織をもっておりますが、今、会員62名です。その中で、年

間300頭以上出荷する農家は中核農家という位置づけをしておりま
す。そして、それ以下が養豚同志会、そのほかに種豚生産農家部会、

それから子豚生産農家部会、こういう４つの部会に分けております

が、中核農家、これは後継者もおるし、一定の規模をもっておりま

す。この方々がやめるとどうにもならないので、これには積極的に

ＪＡとしても支援対策もとっておるわけでございますが、やはり認定

農家には少し遠いなと思いますが、担い手農家に変わりはない。そう
いった考え方から、中核農家を中心とした養豚の振興を図っていこ

う、という考え方で今取り組んでおります。そういう考え方で、国の

支援対策をお願い申し上げたいと考えております。

　それから次の地域の生産集団、この前申し上げたことでございます

が、これについては、やはり今申し上げた中核農家のこれと全く関連
してくるなということで、よろしくお願いしたいと思います。

　その次の（３）の「養豚経営の安定」について、ここに３つの国の

事業が出されておりますけれども、一部でありますが、国がこれまで

とってきていただいた１万5,000円と３万円の助成事業、このことに

ついては、可能な限り予算措置をしていただくことが、いい豚肉をつ
くるにはどうしても、もと豚の確保・導入、これが極めて大事でござ

います。純粋種の確保も当然のことでございますけれども、Ｆ１農家

のいい、生産性の高いもと豚を農場内に入れていく、これが一番大事

なことではなかろうかと思いますので、予算枠の大変厳しい中でござ

いますけれども、残せるものなら残していただきたいとお願い申し上

げたいと思います。
　それから次に２ページの一番上の国際化に対応し得る問題でござい

ますが、１番目に「育種資源である純粋種の確保」ということで出し

ておりますが、今私どもはいい豚を伸ばしていこうということで、種

豚登録協会がやっておる仕事の中の育種化事業、これに積極的に参加

しております。これを抜きにした純粋種の確保、あるいはいいもと豚
を生産していく母豚の確保はこれ以外に考えられないと思うんです。

このことに対する国の支援ができないものなのかどうか、ということ

でございまして、これもよろしくお願いしたい。このことは、次の最

後に出されております「斉一性の高い系統豚の造成」、これにも十分

関連してくる事業だなという考え方をもっておりますので、よろしく
お願いしたいと思います。

　それから次の３ページの一番上でございますが、「排せつ物の適切

な処理・利用」のところで、一番上の行の右端に耕畜連携、このこと

についても過去２回の会の中で申し上げた記憶がございますが、豚の

排せつ物である豚糞たい肥、これが牛と違いまして非常に窒素成分が

高いんです。ですから、豚糞だけでつくったたい肥はすべての農作物
に使えないという面がございます。

　例えば花を例にとりますと、窒素分が多過ぎてどうにもなりませ

ん。病気発生の最大の要因になっております。ですから、花き農家は

たい肥センターからもってきたたい肥を、野積み山積みじゃなくて、

大体30～40センチ程度に広げて、これを３～４回雨に打たせておりま
す。雨で窒素成分を洗い流していく、そういう方法です。やってはな

らないことですけれども、使えるたい肥として利用していくためには

やむを得ない措置だというのがお花農家の考え方ですが、そういうふ



うに、十分使えるたい肥としての製造マニュアル、これも何とか研究

していただけないだろうかということでございますので、よろしくお

願い申したいと思います。

　それと、資料５に入りまして７ページに「改良の推進」ということ

で出されておりますが、３番目のところに耐用年数の問題が出ており
ます。普通、Ｆ１農家の方々が６産ないし、使っても７産で廃用して

いる、これが現実でございますが、生産性という面から考えるとやむ

を得ないかとも思いますが、コストの面から考えるともったいない、

という気がいたします。

　実は私の体験でございますが、昭和57年に県の畜産共進会に出荷し

た豚、これはグランドチャンピオン、農林水産大臣賞をいただきまし
たけれども、17産とれました。17産で196頭の子豚を産みまして、最

終的に仕上げたのは176頭です。そして、この176頭で販売した額が

1,160万でした。これはＪＡの記録の中にすべて残ってございます。

そういう使い方もあります。ですから、やはりいいもと豚をつくって

耐用年数を引き上げていく、このことも今後の大きな課題ではなかろ
うか。養豚経営の安定化と、もう一つは、いい母豚であればあるほど

いい子豚が産まれてくるわけでございますから、そういう養豚経営の

あり方を研究していくことも、今後消費者が安心して買っていただけ

る豚肉の生産に大きく役立つと考えます。

　それからもう一点は、安全・安心という言葉の並べ方で、この中に
随所に表現が出されておりますけれども、私どもが安心して消費者の

方々に買って食べていただける豚をつくるためには、安全なものでな

ければいけない、と申し上げております。ですから、むしろ「安心・

安全」という表現に変えていただいた方が消費者の方々のご理解もい

ただけるのではなかろうかと考えますので、その辺もご検討をいただ

いて、今後の資料としていただけたらと思います。
　以上でございます。

○信國座長　　ありがとうございました。
　全般にわたって出ましたので、また、先ほど申し上げましたよう

に、該当するところで必要に応じて事務局の方からお答えいただくな

りご意見を出していただきたいと思います。先ほど申し上げましたよ

うに、資料５の「はじめに」から、３ページから５ページの頭の部分

までにつきまして、そのほかご意見等ございましたらどうぞ。
　志澤委員、お願いします。

○志澤委員　　前回私もちょっとお願いしておいた数字が入ってない
んですよね。ということは、養豚問題懇談会はなぜやるのかというこ

とになると、例えば第２回のときには73％の22年という目標がきちっ

とあったわけですね。これをみると、実によくできているのですけれ

ども、それが抜けているんですね。要するに位置づけとか、「はじめ

に」はいいんですが、この我が国の養豚の位置付けの中に、少なくと

も60％の自給率、要するに重量ベースで、その部分ぐらいはしっかり
と入れておかないと、この問題懇談会やったのが、一つの冠がきちっ

としてない。そのために何をやるんだということがない。だから、ぜ

ひ私はそれを入れていただきたいと思うんです。60じゃなくて、もっ

と高い方がいいですよ。65とか。でも、なかなか難しいでしょうか

ら、少なくとも60は完全にキープするんだと。目標だったら65ぐらい
入れておいたらいいかもしれませんけれども。

○信國座長　　自給率について数字を入れるべきだということでござ



いますが、関連してどなたか。

　じゃ木村委員、お願いします。

○木村委員　　志澤委員と同じなんですけれども、場所は、その位置

づけなり需給動向、いずれにしても、この本文、資料５をみますと、

自給率のことが一言も触れられていませんので、前回、その前の会議

でも自給率をきちっと明確にすべきだというのが出てましたので、ど

ちらかに入れていただきたいと。「はじめに」のところにもあります
ように、今後の養豚のあるべき姿ということでこの報告書をまとめる

と思われますので、ぜひそこの点は触れていただきたいと思います。

　それから細かいんですけれども、５ページの上の最後の方で、加工

仕向なり外食・その他業務用についてシェアを維持拡大するというこ

とで触れられているんですけれども、いうのは簡単ですが、具体的に

非常に難しいんですけれども、例えば加工なり外食の産地表示の問題
なんかも、もう少し種類を増やすとか対象の範囲を広げるという具体

的なところも入れて書いていただくともう少し前向きになるのかなと

いう気がしますので、そこもぜひご検討をお願いしたいと思います。

○信國座長　　関連してどなたかございますか。

　もしなければ、事務局、今の自給率をどうするかということと、そ

れから加工仕向け及び外食のシェアを維持拡大ということで、何か具

体的に方策が書けるかという２点でございますが。

○廣川生産技術室長　　自給率については、数字は、これは結果とし

てなんですけれども、資料５の最後、（参考１）がまさに基本計画
で、前回もそうですけれども、報告書の中には自給率目標というのは

出てまいります。ただ、この中でどういう表現をするかについては少

し工夫を、本文の中にどういう形で表現するかについては、数値目標

はできて、数字が乗ってしまうのですが、もう少し議論をしたという

ことをこの中に書くということだと思うので、そこはちょっと書き方

を工夫させてもらいたいと思っています。

○志澤委員　　それは、要するにそういう位置づけとか自給率をき

ちっとこの懇談会で提言するとかやると都合悪いんですか。

○川合畜産総合推進室長　　養豚問題懇談会に限らず、全体の検討状

況をお話しておきますと、今、農林水産省全体、畜産とか養豚に限ら
ず農政全般の議論として、食料・農業・農村政策審議会、昔、農政審

といっていた審議会があるんですけれども、これが今年の３月に向け

て食料・農業・農村基本計画について、現在、審議しております。

　その審議の途中経過につきましては第１回の養豚問題懇談会でご説

明をさせていただきましたけれども、その中の重要なファクターの一
つとして、豚肉に限らず、すべての食料自給率、５年前にカロリー

ベースで45％という目標を立てましたけれども、その目標についてさ

らに、前回は22年度に向けての目標ということでございましたけれど

も、５年たちましたので、今回は恐らく27年度に向けての目標という

ことになろうかと思います。

　その目標をどうするか自体について、現在、通称、本審企画部会と
呼んでいるんですが、その企画部会で議論が進められております。こ

の基本計画につきまして３月までには成案を得るということで、食料

自給率全体をどうするかという議論の中にも、その中にはお米もあり

ますし、大豆もありますし、また畜産関係でいえば牛乳・乳製品、も

ちろん牛肉、豚肉というものもパーツとしてどうするかという議論は



入ってまいるわけでございます。

　役所側といたしましては、そういったトータルの全体自給率をどう

するかという検討の中で、もちろん豚肉についての自給率どうあるべ

きかということもあわせて検討しておりまして、先ほど廣川室長から

ご答弁しました最終報告には数字出ますよというのは、そういった全
体の自給率目標どうなるか、その中でのパーツとして、牛肉なり豚

肉、どういう目標を掲げるかという中でご提示させていただくという

ことで考えているということでございます。

　そういった大きな流れの中で、今申し上げたようなスケジュール感

で議論を進めておるという状況であることをひとつご理解いただけれ

ばと思います。

○信國座長　　そうしますと、そういう基本計画の中で述べられてい

るように、例えば○○％以上を確保するということで、この懇談会の
議論を生かしていただくという形を、例えばそんな表現でどこかに入

れることはできるという理解でよろしいですか。

○川合畜産総合推進室長　　この懇談会の報告をどのタイミングで出

すかということにもかかわってくるかと思いますが、この懇談会の最

終報告も、年度末、今年度末ぐらいを目途にということで進められた

かと思います。そういたしますと、ほぼ、今申し上げたように、食

料・農業・農村基本計画の目標値というものがタイミング的にはオー
バーラップするような時期になるのではないかと思われます。

　そういった意味で、逆にいえば、今ちょうど農林水産省全体で検討

中でもございますので、今お話しのあった、少なくとも60％以上の目

標は掲げるべきではないかということがご意見としてこの懇談会で

あったということを受けとめさせていただいて、我々、省全体の議論

の中で、いろんな議論があると思います。自給率が非常に難しい、い
ろんな要素がございまして、現行の基本計画は、５年前に、将来の消

費の水準をどう見込むのか、あるいは生産をどう見込むのかというこ

とと、望ましい食生活を実現するという課題が解決され、なおかつ生

産面でのさまざまな課題が解決されるということを前提として一つの

目標値をはじいたということでございますので、今日も、そういった
いろんな意味での検討もなされていこうかと思いますけれども、養豚

問題懇談会ではそういうご意見が出されたということを踏まえて、省

内での検討に我々当たらせていただくということで対応させていただ

ければと思います。

　もし補足ございましたら、よろしくお願いします。

○信國座長　　塩田畜産振興課長、お願いします。

○塩田畜産振興課長　　本日、骨子を出させていただいてます。それ

で、今、川合畜産総合推進室長からありましたが、参考資料の中で、

農林水産省の方向としては、基本計画の中で決まる数字、自給率とい

う数字をちゃんと載せるという形で、それを目標に施策を打っていく
ということで数字的には出てくると思います。

　なお、今の志澤委員、また前回までのご議論を踏まえながら自給率

のコメントをしたフレーズが、今回の骨子、３ページから４ページに

かけてはありません。前回は、ご存じのとおり、現状どうなっている

かということで、当時は60％というコメントも含めて整理しておりま
すので、これは今のご議論を踏まえて、この懇談会資料としては３か

ら４にかけて、自給率に関して触れる文言等の整理という形で書ける



範囲で書いていくという整理かと思いますので、よろしくご理解のほ

どお願いします。

○信國座長　　橋口委員、どうぞ。

○橋口委員　　先ほど出ました自給率の問題ですけれども、今、養豚
農家は二極分化が非常に進んでおります。やればやるほど経営安定が

進んでいくいい農家と、もう一つは、やればやるほど負債が膨れてい

く農家、この２つがございます。恐らく、１億２億はおろか、５億10

億、そういった負債を抱えている養豚業もあるやに聞いておりますけ

れども、消費者が、あるいは日本国民が求める国産豚肉の自給率を高

めていく一つの政策として、今までもございました畜特資金の融資枠
拡大、積極的な利用、これも同時に進めていただけたらなと。そのか

わり徹底した経営分析、経営診断、そういったものを進めながらやっ

ていかなければどうにもならない。

　ここで仮に養豚を廃業させると、その貸し付けた金融機関が出した

お金は完全にとれないよという養豚業もあるやに聞いております。国
の機関の方でも、出先機関等を十分ご利用いただきながら、養豚農家

の経営安定へ向けた畜特資金の融資拡大、これもひとつ大事なことで

はなかろうかなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

○信國座長　　志澤委員、先ほどの自給率のあり方について。

○志澤委員　　ちょっとしつこいようですけれども、せっかくの養豚

問題報告骨子を、やっぱりきちっとこれ、そういう議論をして、養豚

振興をするんだと。で、自給率を例えば最低60なら60という数字を入

れて、そのためにはどうしなければいけないかということが私は大事

だと思うんですね。農水の方では入れちゃ困るという話はわからない

んですけれども、この懇談会の中で少なくもそのぐらい位置づけをし
ていかないと何のためにこの懇談会をやっているかということになっ

てしまって、このまとめは非常によくできているんですけれども、だ

けど、その部分がないというのはちょっと私は、寂しいというより

も、何か一つの目標があってそれに向かってこうしていこうというの

が大事ではないかなと思うんです。

○信國座長　　これは今の段階でどこまで約束できるかという問題も

あるんだろうと思いますが、どうもここでの議論は、基本計画の審議
にも関係するということでございますので、もしそこのところで具体

的な数字が本文でなかなか書きあらわせないということになったとき

にどうするかという議論で、今の段階では極力入れるんだという強い

意見をそのとおり受けとめていただくということで次に進みたいと思

うんですが、よろしいですか。

○志澤委員　　ほかの委員の方はどうなのか。

○信國座長　　ほかの委員の方も大体、特段ご異論がないということ

は、入れるべきだというご意見だということで受けとめていただくと

いうことでどうかと思いますが。

　じゃ１から３までにつきまして、ほかに何かございますでしょう
か。先ほどの加工仕向及び外食、その他について、そこは何か表示の

問題等あったようですので、食肉調整官、お願いします。

○池田食肉調整官　　木村委員からのご指摘でございますが、この具



体的方法につきまして、私の記憶の中で、これまでの議論の中で、ダ

イレクトヒットするというような直接的議論はなかったように思いま

すが。ただ、これまでいろいろご意見をいただいた中で、ここに関連

するようなところ、ピックアップするような形で修正するという方向

で対応させていただきたいと思います。その際に、委員のご意見等を
また伺わせていただけることになると思いますので、またひとつよろ

しくお願いいたします。

○信國座長　　どうもありがとうございました。ほかにございます

か、先ほどのところ。

　どうぞ、総合推進室長、お願いします。

○川合畜産総合推進室長　　先ほど橋口委員の方からご指摘のござい

ました畜特資金の融資枠の問題でございます。杓子定規に役所の方で

用意しております融資枠は、年間貸付総額として100億円用意させて

いただいております。ただ、この消化状況をみますと、100億円の枠

を使い切るという状況ではございませんで、毎年、幾らか余っている
という状況でございます。そういった意味で、融資枠自体はそこそ

こ、今の100億円という水準でどうしても足りないという水準では必

ずしもないのではないかという状況にあるということを申し上げさせ

ていただきたいと思います。

○橋口委員　　ありがたいことでございますけれども、畜産現場にお

いては、金融機関が融資を拒否する、そういう場合もございますの

で、そのこともひとつ頭の中に入れておいていただきたいということ
も申し上げておきたいと思います。

○信國座長　　次は４と５ですね。ページでいえば５ページの上から

３分の２のところから８ページの６の前までということで入りたいと
思います。先ほど橋口委員の方から全般にわたってご意見が出されて

おりますが、一度その部分について事務局の方から、特に改良の話、

それから６ページの（３）の養豚経営の安定に関する話が出ましたけ

れども、ここについての事務局としての受けとめ方をお話しいただけ

ればと思いますが。

○廣川生産技術室長　　橋口委員から幾つか、ご提案、ご要請のよう

なものがあったのでコメントさせていただきたいと思います。
　担い手については用語を変えてほしいということではなかったと思

うので、中核農家ということで、考えられているその趣旨については

我々も、今、認定農業者のみを担い手とする、とは考えているわけで

はないので、おっしゃっている意味をよく理解して考えたいと思って

おります。
　あと幾つか個別事業についてのお話がありましたが、それについて

は、お話の内容について、個々の事業について検討するときに十分に

考えていきたいと思っております。

○信國座長　　どうもありがとうございました。それでは、また皆さ

んからご意見をお願いしたいと思います。５ページから８ページ。

　松田委員、お願いします。

○松田委員　　それでは、私の方から７ページのアの２つ目のところ

でちょっとお願いしたいのですが、「多様な特性を有する優良な純粋

種豚の確保」という言葉があるのですが、これは言葉を変えていただ



きたいと思います。これは「特性を有する多様な純粋種豚の確保」と

いうことが正解ではないかと思います。というのは、要は特徴をもっ

た豚ですね。多分、多様な特性をもつということはないと思います。

例えば産子数が異常に多い豚、あるいはロースが非常に大きな豚、そ

ういう豚をきちっと日本で確保しておいていただいて、それを種豚家
の方、あるいは県の造成事業、そういう中で使っていくのが本来の姿

ではないかと思います。

　例えば産子数が多ければ、例のメイシャン豚がございます。あれは

異常に多いわけです。あの肉が日本に合えば、年間で30頭とかそうい

うのがとれるわけですからね。今私が聞いている段階では中国が世界

からこういう豚を集めていると聞いておりますし、将来、中国はかな
り脅威になるということからすると、やはりそういうものを今しっか

り集めておかなければいけないのではないか、また、それをしっかり

守っていかなければいけないと思います。これは、やはり国の政策と

して必要ではないか、ということです。

　それから２点目でございますが、同じページの（２）の四角に囲わ
れている中で、飼料費、労働費、衛生費、建物費、そういうものがあ

るわけですが、私ども飼料会社からしますと、先ほどからお話が出ま

した小麦の問題、あるいは税関の問題ということで、規制緩和、規制

にとらわれている分が非常に大きいということがいえると思います。

そうした中で、我々、飼料メーカーは、トン当たりでいいますと、
100円コストダウンするというのは並大抵のものでないということ

で、何十円のものを下げるという苦労をしているという現状でござい

まして、こういうものは例えば50円、100円の積み重ねが餌の3,000円

の格差だとかいうことになってくると思いますので、その辺は是非お

願いしたいということと、もう一つ、生産コストと流通にもかかわっ

てくるのでございますが、ロジスティックの問題です。特に物流の問
題をやはりきちんと挙げておいていただきたいということです。

　ご存じのように、アメリカから日本までトウモロコシをもってきま

すと、最近は船運賃が高いのですが、国内の運賃というのは非常に高

いです。そうした中で、私ども取り組んだ中で、ある大手の養鶏場さ

んは取り組まれておるわけですが、先ほどの処理場の問題でもそうで
すが、飼料会社は今24時間生産できる体制で、24時間出荷体制が組め

ます。ところが、問題はその受け入れ側が24時間受け入れ体制になっ

てないということで、非常に物流コストがかかっています。

　あるブロイラーのインテグレーターさんはそれに取り組まれまし

て、24時間配送オーケーという体制を組まれたという中でやはり物流
コストが大幅に下がったということもございますので、物流コストと

いうのは非常に大きいので、この中に是非入れていただいて、生産者

の方、あるいは我々も含めてどういう形でやっていけばいいのかとい

うことも議論をこれからさせていただければと思います。

○信國座長　　質問に対しては、一問ずつお答えするというよりも、

幾つか出していただいて、まとめて、もし必要であれば事務局の方か

らコメントしていただくということで。

　木村さん、どうぞ。

○木村委員　　５ページの下段の方の四角の中に、担い手については

認定農業を基本とすることが適当と書かれているんですけれども、今
までの意見をみても、認定農業者を基本とすることが適当という意見

は余り出てないのではないか。むしろ、今、飼養戸数が8,800戸と非

常に少ない中で、これをいかにして減らさないかとか、あるいはむし



ろ拡大するとか、そういう意見の方が中心だったような気がするの

で、この辺は少し意見を踏まえた内容にすべきではないかと思いま

す。

　それから関連、６ページの地域肉豚生産安定基金造成事業、この辺

については、19年度からの対象者については中間論点整理を踏まえて
検討すると書かれておりますが、特に基金制度につきましては、対象

者が減りますと基金自体も非常に脆弱になる可能性がありますし、生

産者はこの基金に対し非常に安心感を持っております。養豚の場合、

莫大な投資が必要になってくるので、その投資をする上で基金がある

ということで非常に下支えになっていると生産者から聞いております

し、19年度から対象者を見直すという方向性が出ておりますと、逆に
不信感を感じるのではないか、ということがありますので、特に基金

については現行制度を維持できるような方向で検討していただきたい

と思います。

○信國座長　　ありがとうございました。

　阿部委員、お願いします。

○阿部委員　　７ページの（２）の生産資材の低減のところの1.に丸

粒トウモロコシのことが書かれております。それについてちょっとお

聞かせ願いたいことがあるんですが、平成７年と８年に大麦と丸粒

が、要するに農家が直接利用することができるようになりました。こ
れはやはり、他にも書かれておりますように、未利用資源とこの丸粒

の安いものと、さらに配合飼料をうまくミックスすることによって、

大きく飼料費を軽減できるのではないか、と私は思っているのです。

当初、７年、８年、その後に、今８年から９年たっているわけです

が、当初はどうも、ロットが小さい場合には、事務処理手続が複雑

で、手が出ない。それから当時試験研究が行われて、大麦について
も、豚の場合の処理形態や、加工した方が丸粒よりもいい、というこ

とで、その加工の方法、それに伴うハードの整備なんかも必要という

ことで、少し動きがスローテンポかなあ、という感じを持っていたの

ですが、その後どうなのでしょうか。

　このようなことで、確かに飼料費低減に寄与、貢献すると思うんで
すが、平成７年、８年以降、これがどのように伸びているのか、それ

は皆さんが、行政の方が規制緩和で期待されていたような方向にいく

のか、そしてそのことがここに書かれているようなことでこれからも

期待できる状況にあるのかどうか、そこら辺をお聞かせ願いたいと思

いますし、もしもそうでなければ、そういう周辺環境の整備というの
も、何も国がお金出すことばかりではなくて、自分たち自ら協業で

やっていく、というようなことが必要であると思いますが、いかがで

しょうか、お願いします。

○信國座長　　それでは今までのことについてお願いしたいと思いま

すが、ちょっと私からも、先ほど資料３、委員の要求資料で、質問な

り意見という形で大分議論されたことなんですが、この中で２つはこ

の場でご議論していただく必要があるのではないかなあと思っており

ますので、できればあわせてお願いしたいと思います。
　１つはと畜料の件でございますが、特にこの中の２、「と畜検査を

民間委託することについて」ということで、ここではかなり否定的に

書いてあるのですが、例えば「公的機関が実施することとされてい

る」という記述は、最近の規制緩和等の議論の中では、昔の考え方そ

のままなのではないかと思います。全般的に規制緩和が議論されてい



るとき、こういうことで通用するのか、むしろまさに民間でできるこ

とは民間でという話もございますし、そういうものの流れをどうする

のかということもあるのではないか。現に食鳥検査、同じ食肉の中で

そういう制度もとられていることからいうと、この２の（１）をその

ままではいかがなものかという気が私としてもいたします。
　それからもう一つは、志澤委員は、麦の値段が高いのはＳBＳの問

題だとおっしゃったんだけれども、そのことなのか、少し別のところ

に問題があるのではないか。ＳＢＳというよりも、むしろ私の直観的

な話でいけば、全体の規制量、量の問題がその根っこにあるのではな

いか。ＳＢＳというのはあくまで一定の量の中での取り扱いなので、

先ほど丸粒トウモロコシの話も出ましたけれども、この２つの点につ
きましてはいわゆる規制緩和という共通の項でくくれる問題があるの

ではないかと。

　座長独断で少し申し上げましたけれども、そういうものを含めて事

務局の方からコメントいただければと思います。

○徳田需給対策室長　　志澤委員、松田委員からありました麦の関係

のＳＢＳの話ですが、私が理解している範囲では、多分、志澤委員

は、韓国とかで小麦等がスポット買いとかやって、この安いときに配
合比率とか変えて韓国の飼料が安くなっていることを指しているので

はないかと思います。そういう意味では、現在のＳＢＳは、麦が国家

貿易品目として食管物資になっているということで限界はありますけ

れども、制度の改善を進めることはやはり畜産の振興、あるいは飼料

コスト低減を図る上では重要なことかと考えております。今後、
ＷＴＯの交渉もありますので、麦の制度がこのままいくのかどうかと

いうところもありますので、それも含めて対応する必要があると思っ

ております。

　それから丸粒トウモロコシの関係ですが、現在は単体用飼料の丸粒

トウモロコシは21万トンで、170戸ぐらいになっておりまして、この

数字というのは徐々に増えてはいるのですけれども、余り急激に伸び
ているということではないと理解しております。

　この辺につきましては、飼料メーカーの方も、このような丸粒への

取り組みの動きがある中で、指定配合とか、あるいはいろいろ努力を

しておりまして、その中で、以前、自家配合をやったところも価格次

第で配合飼料を扱ったりしております。基本的にはやはり、輸入され
る段階までは商社とかそういうところに頼らざるを得ないということ

で、配合飼料に比べて大幅なコスト低減が図ることは困難であります

が、配合比率等で何とか場合によって価格が下げられるということだ

と思います。ただ、このような配合飼料メーカーだけではなくて、畜

産農家もやるということで、競争関係ができて、互いにコスト引き下
げの方向が働くということは行政の方としては望ましいと考えており

まして、そういう方向が助長されるように努力していきたいと思って

おります。

○信國座長　　廣川生産技術室長、お願いします。

○廣川生産技術室長　　松田委員のご指摘、ページはさかのぼります
が、７ページについて、「多様な特性を有する優良な純粋種豚」では

なくて、「特性を有する多様な優良な純粋種豚」、ご指摘のとおり修

文したいと思います。それから７ページ、生産資材等の低減のところ

で規制緩和について、一番下の行には少し書いてあるんですけれど

も、これも工夫をしたいと思います。それから物流コストについても



問題提起をしてほしいということで、これも工夫したいと思います。

　それから木村委員の方から、担い手についてはこの場の議論がほと

んど書かれていないと。これは中間論点整理を主体とした書き方に

なっているので、この場の議論では、一定数以上の農家の維持が重要

だと、こういう認識であったと思うので、これも文脈に気をつけなが
ら書き込みたいと思っております。

○川合畜産総合推進室長　　今のお話の中にもございました担い手の
問題につきまして、木村委員、それから橋口委員からもお話ございま

したので、若干今のお話につけ加えて補足させていただきたいと思い

ます。

　この担い手の議論、それから経営安定対策の議論、先ほど出ました

自給率の議論とよく似たところがございまして、これも農政全般の中

で、今、食料・農業・農村基本計画をどうするかという議論の中で、
養豚なり畜産に限らず全品目を通じる大きな議論になっているという

問題でございます。特に本審企画部会の方では、水田作、畑作、こう

いった土地利用型農業につきまして、これまで品目別に講じられてき

た施策を品目横断型の政策に切りかえていってはどうかという議論が

なされておるわけでございます。
　片や、養豚も含めた畜産、果樹、野菜といった、かなり部門専業が

進んでおる部門については、各部門の部門専業的な営農類型について

は各部門の状況に応じてそれぞれ、例えば酪農・肉用牛であれば畜産

企画部会、あるいは養豚であればこの懇談会といった形で、それぞれ

品目別の懇談会でご議論いただいてはどうかということでございま
す。

　ただ、こういった形で担い手は認定農業者が基本ということにして

はどうか、というご提案をさせていただきましたのは、ご案内のとお

り、平成５年にできました農業経営基盤強化促進法に基づいて認定農

業者制度というものが発足いたしまして、これについては地域の中で

だれが担い手なのかということを特定する、明確にするという意味
で、市町村に構想をつくってもらって、その構想に合致しているかど

うかを認定してもらう。

　もう少しわかりやすくいえば、要するに効率的、安定的な農業経営

と呼んでおりますけれども、他産業並みの労働時間で他産業並みの生

涯所得を得られるような経営、また、これを将来目指す人に認定申請
をしていただき、市町村長が認定することにより、認定農業者として

おるわけでございますが、養豚についてみますと、現在、全養豚農家

の３割以上の方が認定農家になっておられます。

　これは実は米とか野菜とか全部入れて品目別にみてみますと、酪農

に次いで２番目に高い認定比率になっておりまして、ある意味、この
養豚の世界においてもこの認定農業制度というのは相当理解され、制

度として定着しつつあるのではないか、と思っております。

　そういった中にあって、これから担い手というものを議論していく

ときに、認定農家になられている方、こういった方はもう当然担い手

ということで認定するのがよろしいだろうと。今認定農家になってい

らっしゃるのに、この人は担い手でないという言い方をしたら余計混
乱が起きるのではないかということが１つ。それがありまして、担い

手については認定農業者を基本とすることが適当ということをはっき

り申し上げさせていただいていると。

　ただ、橋口委員からございましたように、認定農家はもう一歩とい

う方、だけど大事にしないといけない方もいらっしゃるというご意
見、これについては、養豚に限らず、他の畜産部門についても出され



ておるわけでございます。そういったご意見を踏まえて、６ページの

上から６行目ですか、「このほか」とございますその上のところ、３

行目のところで「『担い手』については、認定農業者を基本」と書い

てございますけれども、６行目のところから、「このほか」というこ

とで、「肉豚の産地銘柄化の推進（生産組織等を核とした地域ぐるみ
での品質の確保・供給量の強化）」、こういったことを図っていらっ

しゃるという取り組みもございます。そういった養豚の特性や地域の

実情に精査を加えて、認定農家だけではなくて、認定農業者に準じた

一定の要件を満たす営農形態についても担い手として位置づけていっ

てはどうかと、こういうご提案をさせていただいているということ

で、ちょっと時間の関係もございまして、この担い手の部分、説明不
足のところもあって十分ご理解されてなかったところもあろうかと思

いますが、これも農政全体の議論の流れ、あるいはその中でも杓子定

規にそれをただ踏襲するのではなくて、畜産の実態を踏まえて、今申

し上げました、養豚経営においても認定農業者制度が相当普及定着し

てきているという実態も踏まえてこういうご提案をさせていただいて
いるという点をご理解いただきたいと思う次第でございます。

○信國座長　　どうもありがとうございました。
　食肉調整官、どうぞ。

○池田食肉調整官　　２点ございました。木村委員からの地域肉豚の
話と、それから座長からいただきました規制緩和の話、２点ございま

す。

　１点目の木村委員からのご意見につきましては、ただいまお答えが

あったことに補足させていただきたいと思いますけれども、ここで書

かせていただいておりますのは、中間論点を踏まえた云々ということ

で、検討するということで書いてございまして、じゃどうするという
ことまでは踏み込んでおりません。それで、今の本審企画部会の流

れ、あるいは農政の流れから考えますと、何も見直しをしない、とい

うのは困難ではなかろうか、ということで、これまでもご説明をさせ

ていただいてきたつもりでございます。当然、木村委員のご心配に

なっている現場のこともございます。また、これにつきまして、私ど
もも現場を回る中で、意思の齟齬がない形でご説明させていただきた

いと思っております。

　それから２点目のと畜検査を公的機関が云々ということでございま

す。基本的な所管は厚労省ではございますが、私どもとしては、ま

ず、それがなぜ公的機関でなければいけないのか、公的機関からほか
に委託しなければいけないのか。ここの皆様方の議論の中でも、例え

ばその検査のフレキシビリティが足りないと、そういう本質的な問題

があるのではなかろうかと思います。そこをまず一挙に飛び越えて、

じゃ制度を変えましょうというのが果たしていいのだろうか。

　今背景になっているのは、もう一つ挙げれば、豚ではございません

が、例えば牛の分野ではＳＲＭの除去、あるいはほかのＢＳＥ関係の
検査、こういったところで非常に消費者の方々も含めた目がございま

す。それで、やはり安心という意味からして、例えば国といいます

か、自治体がやっていた方がいいという意見もあるのではなかろうか

と思います。そういったことを総合いたしますと、今、喫緊で何が問

題なのか、例えば検査がもうちょっと柔軟に対応してもらう方向がい
いのではないかということであれば、まずそういった面からアプロー

チするのがよろしいのではなかろうか、と思ってはおります。



○信國座長　　どうもありがとうございました。ほかに何かございま

すか。

　今、食肉調整官からお話しありました最後のところは、こだわるよ

うですが、８ページの（３）の２つ目のところに、今後、食肉処理施

設等の再編整備を推進することによって集荷だとか処理頭数の規模を
拡大し稼働率の向上を図るということが書いてあるわけですけれど

も、いわばハードのそういう整備をするということと、ソフトもそう

いう体制をどうするかというのは恐らく車の両輪だろうと思いますの

で、そういう認識でここらをどういうぐあいに表現の中にうまく織り

込んでいただくか、ということを検討いただければと思いますので、

重ねてお願いしたいと思います。ほかに何かございませんか。
　橋口委員、どうぞ。

○橋口委員　　今まで意見を出してきた中で全く触れられてない部分
のいわゆる骨の処分ですね。これを可能な限り早い時点で骨粉肥料と

してつけるような、厚生労働省の所管になろうかと思いますが、お願

いしておきたいなと。作物によっては骨粉にまさる肥料はないという

作物もあるわけでございますので、このこともひとつ十分お願い申し

上げておきたいと考えております。

○信國座長　　他にございませんか。

○志澤委員　　７ページの「改良の推進」のところですけれども、こ

れはもう少し、例えば優良種豚だとか優良な系統の精液のストックを

きちっとしているとか、こういうことがどうも、病気の問題等がある
ものですから、ぜひ国、独立行政法人でも結構ですけれども、きちん

と種をキープできるような形のものを盛り込んでおかないと弱いので

はないか、と思っております。我々養豚生産者は、そのことを非常に

心配しております。

　それからもう一つは、先ほどの生産資材のために飼料費、労働費、

衛生費とありますけれども、この前に、と畜料金、検査料がこの四角
の中に入っていた方が私はインパクトがあると思うのですね。

　それからもう一つ、その下の3.のところに「衛生管理の徹底」と書

いてありますけれども、豚コレラは入っていますが、オーエスキー病

もアメリカあたりはもう清浄化しつつあるわけです。日本でも長年

やっているんですけれども、まだ非常にまだら模様であって相当生産
を阻害しているのがあるものですから、できましたら、オーエスキー

病の撲滅をするというのが次のテーマだと思いますので、その辺は書

き込んでおいた方が認知度が上がるのではないかと思います。

○信國座長　　小西委員、何かここらの流通等の問題等で、もう

ちょっと強調すべき点等あればご意見を出していただければと思いま

す。

○小西委員　　７ページの食料残さの飼料利用とか、８ページ、流通

段階の偽装表示とか、豚肉の消費者へのＰＲというところも入ってい

るので、大体このようなもので消費者としてはいいのかなと思ってお

りますけれども、ただ、これの残さの飼料利用もそうですし、地域に
おけるストックポイントなんていうところもですけれども、食育のと

ころでもう少しこういうことを充実してやっていかれるといいのかな

と思います。

　ただ、こうして懇談会で検討され、これだけ真剣に取り組まれてい

ることは、消費者にとって安心する部分でもありますので、そういう



ところで消費者のＰＲというところも是非広げていってほしいと思い

ます。

　最初のところで、私、食品の廃棄物のところで、半分ぐらいの量が

再利用されてますということで、それだけあるんだとびっくりしたん

ですけれども、それは産業廃棄物については半数ぐらいなんですけれ
ども、あと一般廃棄物ですね。事業系、家庭系という。産業廃棄物に

ついては、取り扱うことについては管理しやすいからこれだけの割合

で上がっているんだと思いますけれども、事業系についても、ある

チェーン店では実際に再利用しようということで取り組んでいらっ

しゃるところもありますので、ぜひ食品流通業界の方とも連携して、

先ほどからいわれる、カロリーベースで40％といわれているときに、
これだけの量が焼却、埋め立てになっているということは、こういう

数字をみれば、一般の消費者というのは知らないと思うんです。です

から、是非こういうところをもう少し確立して、家庭系については少

量で分散化しているのでそれは難しいと思いますけれども、産業廃棄

物とともに事業系の方も、もう少し利用出来ればいいと思います。
　ただ、安全性に対してはなかなか難しいかと思いますけれども、何

か事故があると、そういう再利用は否定されることにつながっていく

危険性があるので、そこのところの環境整備というのか、そういうの

を、養豚業界さんの方から、自給率を考えた部分でぜひ整備していた

だければ消費者としてはうれしいと思っております。

○信國座長　　どうもありがとうございました。

　骨の処理のことについて、それから改良のあれは資料７との関連も
あるので、今までお答えになった部分でよければそのままでいいんで

すが。

○杉崎衛生管理課生産安全班長　　消費安全局の衛生管理課でござい
ます。課長が所用で退席してしまったので、かわりに私がお答えいた

します。

　骨の利用ですけれども、ご案内のとおり、３年前のＢＳＥ騒動で、

まず骨粉の輸入を止めまして、要は骨粉の輸入に結構依存していた経

緯もあって、そういった肥料の利用を一時停止したという経緯がござ
います。その後、国産の蒸製骨粉、所要の温度管理ができたものにつ

いて利用を再開したり、あるいは豚由来の肉骨粉、こういったものを

肥料としての利用を再開するとか、さらには、今度、豚由来の肉骨粉

については餌でもまた利用しようと、そういった動きがございますの

で、科学的に安全であるということが確認されたものについて徐々に
使用を再開している状況でございます。

　いずれにしても、ＢＳＥ絡みでは、いろいろな議論があって心配し

ている向きも多いものですから、この辺は科学的に安全なものについ

て、食品安全委員会等に諮問しながら利用の再開を図ってきていると

いう状況です。

　それと、志澤委員のおっしゃるとおり、オーエスキー病も、そう
いった意味では、10年以上前、かなり問題になって、いろんな形で限

定的なワクチン使用で撲滅していく、そういう目標に掲げてオーエス

キー対策に取り組んでいるところですが、一部地域によっては、何と

なくワクチンを打ちながら、それと共存しているような感じで、確か

にその後の対応として進展がみられない、そういう面もあると思いま
す。

　これは私どもも、衛生管理課はご案内のとおりいろんな課題を今抱

えているものですから、一つの課題として受けとめさせていただいて



おりますが、ここにどういう書きぶりにするかは座長と相談してまた

検討してまいりたいと思います。

　あともう一点、橋口委員から、安心・安全という表現ぶりが良いの

ではないか、という発言がございましたが、我々、消費・安全局で、

まくら言葉のように、安全・安心な畜産物、あるいは安全・安心な食
の供給とか、食の安全・安心ということで、まず安全なものを供給し

て安心を得るという形で安全・安心というように使っておりますの

で、杓子定規的な表現になりますけれども、役所としては安全・安心

の方が座りがいいのかな、ということを申し上げたいと思います。

○信國座長　　どうもありがとうございました。

　それでは、時間の関係もございますので先に進めさせていただい

て、もし必要であればまた戻ってご質問等を受けたいと思います。最

後でございますが、６から８、ページでいえば８ページの下の方から
10ページまででございます。それから先ほど別途説明のございました

資料６につきましても、もし、どうしても養豚問題としてこういうと

ころは特記する必要があるということでもございましたら、あわせて

ご議論いただきたいと思います。

　木村委員、どうぞ。

○木村委員　　10ページの「食育の推進」のところで、特に学校給食

の場合、つい最近のことですけれども、なかなか国産豚肉を使っても
らえないというお話しがございました。値段の問題もあると思います

が、やはり地産地消、特に子供に対して国産豚肉をアピールするとい

う意味では、学校給食での利用をぜひ拡大するような政策もお願いし

たいと思います。一県の事例なので、ほかの県はよく分からないので

すが、そういう実態があったものですから是非お願いしたいと思いま

す。

○信國座長　　ほかにございませんでしょうか。

　堀江委員、どうぞ。

○堀江委員　　食育の問題ですけれども、食育という言葉はすごくい

いんですけれども、実際にやると非常に難しい問題がありまして、
今、学校給食の話もございましたけれども、学校給食で、私どもの

ＪＡで、無理して、赤字を出しながら１年、入札でとりまして納入し

たことがあるんですが、次の年、ＪＡさんのはロースの太さが違うん

だよねという話になりまして、ご承知のとおり、ロースも肩の方と尻

尾の方では太さが違います。そうすると、子供たちは分からないんだ
けど、隣の人と大きさが違うと言うんです。そういうことがございま

して、次の年から入札に参加させてもらえなかった、という経緯もご

ざいます。

　そういうことがありますので、これは本当の豚の姿から教えていか

なければならないという問題もあると思うんです。今、食育と簡単に

いいますけど、学校で取り組んでいることは、収穫に来てイモ掘りを
やったり、稲刈りをやるだけなんです。実際、稲は種をまいて、それ

から田植えをするんだよと、そういうことから教えていかないと実際

の食育ができていかないのではないかと思っているところです。実際

に米が、籾殻をかぶっていること、保護者の方でもそういうことを

知っている人がおりませんので、聞きましたら約３分の１ぐらい、籾
殻がついていることを知らない保護者がおりますので、そこから教育

し直さないと本当に難しいのではないかと思っております。この点に



ついても、私どもでなくて、農業全体の中でいろいろなものについて

やはりそういうことをやっていかなければならないと思っておりま

す。

　うちの方はＪＡのホームページの中でも、私は富里なので、スイカ

が全国第二という産地でありますので、スイカの種をまいてからずっ
と収穫までホームページに載せていこうと考えております。それで、

スイカはここまでこないと甘くおいしいものは食べられないんだよ、

ということをホームページの中で流していこうという話をしていま

す。いろんな作物についても、豚もそうなんですけれども、いろんな

取り組みをしていかなければこれからやっぱり食育ができていかない

のではないかと思っております。

○信國座長　　松田委員。

○松田委員　　食品残さの問題ですが、食品残さですから、家畜が食

べるにおいて栄養的には非常にバランスがとれてないということで、

どういう形であれ、配合飼料なりそういうものと組み合わせざるを得
ない。小規模なものであれば、当然、食品残さをそのまま直接畜産家

の方が混ぜて使えるということなんですが、一方、飼料会社が使う場

合も、どうしても乾燥したものでないといけないというところに非常

に問題がある。この食品残さをもっと有効利用しよう、ということに

なりますと、食品業界、あるいは我々飼料業界、あるいは養豚家さん
含めて、もう少し何か今までと違うような形のものを構築していかな

いと、なかなか掛け声だけではできない、と思います。

　そういう意味では、食品業界、あるいは飼料業界、この辺の仲立ち

というか、そういう形をやはり農水省等がどのような形でやられてい

くのか。その辺が１つポイントになっていると思います。そういうも

のであれば、また養豚家さんも、当然、給餌システムを変えるとか、
そういう問題までかかってきますので、そこまで含めた一貫性といい

ますか、そういうものの構築をぜひ考えていただきたいと思います。

○信國座長　　ありがとうございました。

　本多委員、９ページの（２）のところでございますが、これに関連

して何かこういうところを気をつけた方がいいというのがございまし

たら、出していただきたいと思います。

○本多委員　　先ほど橋口委員の話もありましたけれども、豚糞たい

肥の耕畜連携の話なんですけれども、窒素が異常に高いので花にやる

と枯れてしまうということで、雨に打たせて窒素を抜いているという
ようなお話がありました。その辺の話の中では、たい肥は、利用する

方も生産する方も誤解の部分が非常に多くて、豚糞たい肥、確かに窒

素高いんですけれども、鶏糞たい肥はもっと高いわけです。昔は乾燥

鶏糞なんていって、たい肥化もしっかりされてないようなものは全国

的に肥料として使われていたわけでして、実際に豚糞たい肥、鶏糞た

い肥等を花の方で使っている方も実はおられます。
　窒素分というのはそんなに嫌いなものじゃないというか、毒なわけ

じゃなくて、植物、作物に関して絶対必要なもので、たい肥以上の窒

素分を化成肥料で皆さん供給しているわけですから、化成肥料とたい

肥を上手に使っていくという知識が必要だと思うんです。そういう意

味では、このたい肥の使う時期だとか、作物ごとにとか、例えば牛糞
たい肥だったら、窒素が半分だとすれば、豚糞たい肥は牛糞たい肥の

半分の量を施肥すれば怖いこともないわけでして、そういういろんな



意味で、使い方とか、それから特に豚糞たい肥は中途半端なために嫌

われるということもあるんです。肥料分が少ない牛糞がいいという人

もいるし、逆に肥料分が欲しいという人は鶏糞たい肥がいいという人

もいて、そういうのは逆にＰＲを上手にやって、両方のいいところ

を、豚糞はちょうど中間です、という売り方もあると思うんです。
　そういう意味で、中にちょっと「たい肥の品質の向上や成分の明確

化などにより」ということで書いてあるのですけれども、「耕種農家

が利用しやすいたい肥」云々というのがありますが、それにプラスし

て、豚糞たい肥の普及・啓発運動というのか、正しい使い方、豚糞た

い肥はこんなにいいんだよと、こうやって使えば大丈夫だよと、そう

いうＰＲも耕畜連携にはとても重要なことではないのかなと考えてお
りまして、そんなものがちょっと入ってくればいいのかなと思ってお

ります。

○信國座長　　どうもありがとうございました。

　私も一言だけお願いしたいなと思いますが、先ほど来、環境規範に

ついての話が出ておりましたけれども、これの要するに規範をどう

やって守らせるか、あるいは規範にそれたことをどうやって防止する

かというインセンティブ、あるいはそういうものに従わない人への
ディスインセンティブといいましょうか、従わないことへのディスイ

ンセンティブといいますか、そこらがどういう形で裏打ちされるかと

いうのも片一方で大変重要なことなのではないか。なかなか政策とし

てなじみにくいところがあるんですけれども、そういう視点で何か今

後実際の施策を進めていく。ここではいわば振興施策の実施対象に
入ったものについてはそういうのが十分働くんですけれども、そうい

うのに関係ない人に対してなおかつ規範をどうやって守らせるかとい

うことの工夫といいましょうか、そういうのが１つ課題なのではない

かという気がしております。

　今まで出ましたことについて、何か事務局として特段コメントする

ことがあればですが。大野畜産環境対策室長どうぞ

○大野畜産環境対策室長　　本多委員のおっしゃられた豚糞たい肥の

利用のところは、利用促進のところは何か書き込みたいと思います。
文言はまたご相談させていただきます。

　それから今座長の方からお話しございました件ですが、規範、７つ

プラス※印ということでしたけれども、規範の中のインセンティブと

いうことですが、この規範は２種類の性格のものからなっておりまし

て、１つは家畜排せつ物法の遵守とか、廃プラスチックとか、そう
いった環境関連法規の遵守、あるいは欄外に設けた、５ページですけ

れども、記録とか、ここら辺は法令で守ることが求められているの

で、ここら辺のところはインセンティブというよりか、この規範に載

せなくても、これを遵守しなければペナルティが科されるという性格

のものです。

　それから（２）の悪臭、害虫の発生を防止するために清掃を励行し
ようねとか、（５）の省エネしようとか、（６）の家畜排せつ物利活

用頑張ろうとか、（７）の知識の習得とか情報の収集、これは、今回

規範をつくるに当たってまず取り組みやすい、そして環境負荷の低減

のために望ましいと思われる取り組みを載せておりまして、インセン

ティブ、ディスインセンティブという問題については、どっちからみ
るかというのがあるのですけれども、順々に事業実施要件に取り入れ

ていきますけれども、これらを実施することによって国の支援施策に

乗れるというのがインセンティブになるんだろうと思います。インセ



ンティブを高めるためには、国のすべての畜産振興施策の事業実施要

件とするのが適切なのだろうと思いますけれども、新たな考え方です

ので、そこまでいきなりというのは無理かと思いますので、取り入れ

やすいものから順々に取り入れていきたいと思っております。

○信國座長　　どうもありがとうございました。

　もう約束の時間を若干過ぎているんですが、では志澤委員どうぞ。

○志澤委員　　９ページの食品残さの話、皆さんからいろいろ出てま

して、私は今現在使っていまして、いろんな意味で苦慮している部分

もあるんですけれども、基本的には、要するに工場から出る、それは

産業廃棄物なんですね。食品工場から出るのは廃棄物で、コンビニか
ら出るのは一般廃棄物という違いがあるんですけれども、ぜひ食品残

さを使って飼料としているものを担保することができれば、これは産

業廃棄物ではないという位置付けをしないとなかなか難しいと思うん

です。

　どうして難しいかというと、要するに職域を荒らすことになるわけ
ですね。産業廃棄物の業者の方々がそれで生きているわけです。それ

を飼料にしようとすると、そこの部分を、だから廃棄物の部分じゃな

くて豚なり家畜に与えているということであればそれは資源だと。だ

から廃棄物じゃないというその法律的な解釈を位置付けないとなかな

か進まないと思います。同時に、これが餌になるといったら、産廃業
者が今、飼料化をしているところがあるんですね。そうすると、少し

おかしな話になってくるんです。ですから、是非そういう部分も、こ

こに入れるわけにいかないと思いますが、話題としてはそういうこと

が非常に大事だと思うんですね。

　それからもう一つ、「家畜排せつ物の適切な処理・利用」ですけれ

ども、この中で、要するにメンテナンスについては全く触れられてい
ません。これは大野室長おられますけれども、我々、設備投資をし

て、例えばコンポストは償却期間が７年ですか。それが終わったら、

今度はすぐ新しく、壊れたら自己資金で補修しなければならないとい

うことで、できればそういう損金算入できる基金でも造成して、そし

て取り崩して、要するに速やかに補修ができるような体制、そういう
のをサポートしていかないと、設備投資はしたけれども、１つ問題が

起きたときにはすべて対応しなきゃいけないというのは大変だと思う

んです。だから、税制上の問題なんですが、そういうことをサポート

して円滑に動くような仕組みを是非考えておかないと私は大変ではな

いかと思います。
　それから10ページの「食育の推進」なんですけれども、できれば学

校給食の話、先ほども出ていましたが、報告書の中に、「学校給食へ

の利用の促進」とか、そういう文言を入れておいていただいた方が良

いのではないか、と思います。学校給食、ご承知のように、私ども

も、納めている部分があるんですけれども、100人食べて100人が全部

お金を払っていればいいんですけれども、大体、日本全国で90％ぐら
いだと思うんです。給食費の回収率が。そうすると10％はどうするか

というと、要するに食材をたたくしかないのです。そういう背景があ

るものですから、食育というのは毎日食べるものに対して、地域のも

のを食べるような形とあわせて、「学校給食の利用の推進」という文

言を入れていただければ、もっといいのではないかと思います。

○信國座長　　どうもありがとうございました。

　畜産環境対策室長、お願いします。



○大野畜産環境対策室長　　今のメンテナンスの問題ですけれども、

損金算入できる基金ということですが、大体イメージは地域肉豚みた

いなものを考えておられると思いますけれども、基本的にはその施設

については、まず施設本体の原価は償却できます。それから修繕費も

損金算入できます。ただ、おっしゃるのは、修繕費が一度にとかかる
から、ぼちぼち損金算入していきたいという感じだろうと思うんです

けれども。どうでしょうか、今答えするのはなかなか難しい問題だと

思います。そういう理解でよろしいですか。

○信國座長　　今いろいろ出されましたことにつきましては、これか

らの表現の中にどう生かしていくかということで、またその場で議論

させていただければと思います。

　いつも前の方に重きを置いて後ろの方がしり切れトンボになって恐

縮でございますけれども、終了予定の時間を過ぎておりますので、こ
こらで閉じさせていただきたいと思います。皆さんから大変貴重なご

意見を頂戴いたしました。ありがとうございました。

　本日の第３回目までの懇談会の検討状況につきましては、前回、事

務局から説明がありましたように、12月10日に開催されます第９回の

畜産企画部会、これは畜産物価格等部会との合同部会となるとお聞き
しておりますが、ここに報告することになっております。報告の内容

につきましては座長に一任いただきたいと思いますが、よろしゅうご

ざいますか。

（「異議なし」の声あり）

　ありがとうございました。

　それでは、最後に事務局から、次回の日程等についてお願いいたし

ます。

○塩田畜産振興課長　　本日はどうもありがとうございました。本当

にそれぞれのご専門の立場を超えていろいろ広範なご意見、あるいは

ご要望等々をいただきました。次回、第４回は本日の検討の中でいろ
いろお聞かせいただいた内容を、今日の資料５を踏まえまして、本懇

談会の報告書という形で整理して案を提出したいと思います。そうい

うことで、第４回目は案を踏まえて検討をお願いする予定でございま

す。

　日時につきましては、これからの本審、あるいは畜産企画部会の検
討状況等ございますので、それらを踏まえまして追って調整させてい

ただきたいと思います。

　本日はどうもありがとうございました。

――了――


